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1.政府機関(研究機関)の地方移転

政府関係機関移転基本方針
(2016.3.22 まち・ひと・しごと創生本部決定)

《研究機関・研修機関等の地方移転》

地域の研究機関等と連携を図ることで、移転により、地方創生に役立ち、かつ国の機関としての機能の維持・
向上も期待できるものを移転。

水産研究・教育機構

(Japan Fisheries Research and 

Education Agency)
水産共同研究拠点「山口連携室」

防衛装備庁艦艇装備研究所

(Naval Systems Research Center)
岩国海洋環境試験評価サテライト（仮称）

山口県：3機関・3件
3 organizations (3 cases)

Regional relocation of government agencies (research institutes)

Government-Related Organization Relocation Basic Policy

Local relocation of research institutions, training institutions, etc.

移転対象23機関・50件
23 organizations (50 cases)

Yamaguchi Prefecture

西日本衛星防災利用研究センター(JAXA)

(Regional Satellite Applications Center

for Disaster Management ) 2017.2.9



2.JAXA西日本衛星防災利用研究センター
Regional Satellite Applications Center for Disaster Management 

衛星データ
処理・提供設備

Internet

筑波宇宙センター

(Tsukuba Space Center)

データ伝送
(Data transmission)

「きずな」
地球局

衛星データ
解析装置

西日本衛星防災利用研究センター

(Regional Satellite Applications Center

for Disaster Management )

衛星データ
処理・解析

連携協力
Collaboration 

& 

Cooperation

災害観測

(Disaster observation)

山口県

(Yamaguchi Prefecture)

@JAXA

@JAXA

データ伝送
(Data transmission)

超高速インターネット衛星「きずな」
Wideband InterNetworking engineering test 

and Demonstration Satellite "KIZUNA"(WINDS)

「だいち２号」の地球観測衛星
Advanced Land Observing Satellite-2 

"DAICHI-2"

山口大学

(Yamaguchi University)



3.JAXA,山口大学,山口県の連携
Collaboration between JAXA, Yamaguchi University, Yamaguchi Prefecture

宇宙航空研究開発機構
(Japan Aerospace 

Exploration Agency)

山口大学(Yamaguchi 
University)

山口県(Yamaguchi 
Prefecture)

防災
(Disaster prevention)

衛星データ研究拠点の設置
(Establishment of satellite 

data research base)
衛星データ研究の推進

(Promotion of satellite data 

research)

衛星リモートセンシング研
究の実施(Implementation of 

satellite remote sensing 

research)
人材育成(Human resource 

development)

県内自治体と連携して、衛
星データの防災利用を推進

(Promote disaster 

prevention of satellite data 

in cooperation with local 

governments)

新産業創出
(New Industry 

Creation)

人材育成に協力
(Cooperation in human 

resources development)

衛星リモートセンシング
研究の実施

(Implementation of satellite 

remote sensing research)
人材育成(Human resource 

development)

データ利用に必要な
地域産業との連携

(Collaboration with regional 

industries necessary for data 

use)

宇宙教育
(Space Education)

宇宙教育活動に協力
(Cooperation in space 

education activities)

宇宙教育活動に協力
(Cooperation in space 

education activities)

宇宙教育活動を実施
(Implementation of Space 

education activities)



4.山口県の情報産業

ソフトウェア業
(Computer programming and 

other software services)

情報処理・提供サービス業
(Data processing and 
information service)

インターネット附随サービス業
(Services incidental to the 

Internet)

売上金額(百万円)
Sales 

amount(\million)
15,115 8,837 2,150

事業所数
(Business Office )

従業員数
(Employees)

事業所数
(Business Office )

従業員数
(Employees)

事業所数
(Business Office )

従業員数
(Employees)

全体 141 1691 59 646 26 143
0人 31 47 11 11 10 12

1～4人 55 327 17 50 11 31
5～9人 20 156 14 121 3 25

10～19人 14 211 10 142 1 14
20～29人 10 239 1 24 - -

30～49人 6 242 4 180 - -
50～99人 4 314 2 118 1 61

100～199人 1 155 - - - -

引用：総務省・経済産業省「経済センサス‐活動調査」(2012)

表 事業所規模別 売上金額･事業所･従業員数

Information industry in Yamaguchi Prefecture

業界団体
(Industry group)

山口県情報産業協会(Yamaguchi Information Industry Association)

会員数(32社)賛助会員数(18社) ･･･ 情報産業振興に関する事業
やまぐちGISひろば(Yamaguchi GIS Hiroba)

法人会員数(6社) ･･･ GISに関わる技術者の情報交換と技術力向上

Sales Amount· Number of Business Office & Employees



5.リモセンに関するアンケート Remote Sensing Questionnaire

Q1.興味のある衛星データ解析技術によるシステム開発
Interested system development using satellite data analysis 

technology

63% 防災・減災支援システム
(Disaster Prevention and Mitigation System)

53% リモートセンシング/GIS支援システム
(Remote sensing / GIS support system)

49% 農林業支援システム
(Agriculture and forestry support system)

18% 環境監視システム
(Environment monitoring system)

12% 水産業支援システム
(Fisheries support system)

9% 土木/インフラ支援システム
(Civil engineering / infrastructure support system)

Q2.参加可能な衛星データ解析技術
Satellite data analysis technology that wishes to participate

55% ソフトウェア開発
(Software Development)

45% システム開発
(System development)

36% システム運用管理
(System operation management)

6% 関連機器開発
(Related equipment development)

アンケート実施：研究会設立講演会参加者(2017.2.23)
58名回答、複数回答可



6.衛星データ解析技術研究会の設立

目 的 衛星データを活用したソリューションビジネスの創出
Purpose Create solution business using satellite data

県内企業の宇宙情報産業への進出
Advance into companies in the prefecture to the space information industry

設 立 2017.3.13

会 員 衛星データ利活用に意欲のある県内企業および研究機関、必要に応じて県外企業

Member Companies and research institutes in the prefecture who are motivated to apply industrial 

applications of satellite data (companies outside the prefecture if necessary)

※2017.8.10

企業(Company:24) 情報サービス(18)、土木サービス(4) 、その他(2)
Information service Civil engineering services Other

団体(Foundation:4) 山口県情報産業協会、やまぐちGISひろば、やまぐち産業振興財団

リモートセンシング技術センター

学校(University, College:2) 山口大学、YIC学院

公設試(Research Institute:3) 農林総合技術センター、水産研究センター、環境保健センター
Agriculture & Forestry        Fisheries                     Environment

自治体(Local government:2) 宇部市(Ube)、山口県(Yamaguchi)

Establishment of satellite data analysis technology research group



7.研究会の運営体制

山口県 Yamaguchi Prefecture

(山口県産業技術センター)
(Yamaguchi Prefectural Industrial 

Technology Institute)

JAXA
(西日本衛星防災利用研究センター)

(Regional Satellite Applications Center for 
Disaster Management)

山口大学 Yamaguchi University

(応用衛星リモートセンシング研究センター)
(Center for Research and Application of 

Satellite Remote Sensing)

連携・協力
Collaboration & Cooperation

データ利用の拠点設置
データの利用・研究の推進データ解析の研究

アルゴリズム開発
人材育成

データの利用促進
地域産業との連携衛星データ解析技術研究会

(Research group on satellite data analysis)

(Technical support)技術支援
(Technology transfer)技術移転

運営
(Management)

企業
(Company)

研究機関
(Institute)

プログラム開発
(Program)

システム開発
(System)

技術提供(ニーズ)
(Technical offering)

運用管理
(Operation)

企業および研究機関の連携による技術開発と情報共有

(Provide sample data)サンプルデータの提供
(Support for commercialization)事業化支援

Management structure of the research group

宇宙システム開発利用推進機構

Japan Space Systems
(宇宙ビジネスコート)
(Space Business Court)

宇宙情報産業
への進出

(Space information 
industry)

防災/農業
森林/環境/海洋

企業
(Company)

企業
(Company)

Cooperation between companies and research institutes



8.研究会の活動内容 Activities of the research group

Step1

Step2

Step3

Step4

Step5
衛星リモートセンシングに関する事業化支援

Support for commercialization related to satellite remote sensing

衛星リモートセンシングに関するノウハウの獲得
Acquisition of know-how on satellite remote sensing

衛星データを用いた産業ニーズの調査
Investigation of industrial needs using satellite data

衛星データ解析技術に関する技術者育成
Training engineers on satellite data analysis technology

衛星データ応用に関する情報収集

Information collection on satellite data application



9.活動予定(2017)

研究会(Lecture &Symposium)

技術セミナー(Technical Seminar )

第1回(基礎)
データ表示

第2回(基礎)
データ処理Ⅰ

第3回(基礎)
データ処理Ⅱ

第4回
気象&通信衛星
(ウェザーニューズ)
(スカパーJSAT)

第5回
産業調査報告

第6回
研究開発報告

第4回(基礎)
衛星アプリ

第5回(基礎)
データ分析Ⅰ

第6回(基礎)
データ分析Ⅱ

産業応用調査(Industrial Application Survey)

県内産業の特徴を活かした事業展開を進めるための産業利用に関する
シーズ・ニーズ・応用調査

ソフトウェア/システム開発(Software / System Development)

衛星データを用いたリモートセンシング関連ソフトウェアを開発する。開発は衛星
リモートセンシング産業に関連したソフトウェア等

2017.2 2017.4 2017.8 2017.10 2017.12 2018.2 2018.42017.6

第1回
ビジネス事例
(パスコ)

第2回
機械学習による
解析事例(山口大)

設立講演会 地球観測事例(東京電機大)

ワーキング会議(Working Group Conference)

第3回
アイデアソン
(宇宙ビジネス)

産業応用Ⅰ
宇宙産業支援

産業応用Ⅱ
水産分野

シンポジウム(内閣府､東大,慶應大,山口大)

産業応用Ⅲ
インフラ

産業応用Ⅳ
農林分野

Activity schedule(2017)

Step1

Step2

Step3

Step4

Step5

宇宙ビジネスコートによる支援(Support by Space Business Court)



10.研究会
研究会 講演会を中心とした会員への一般的な情報提供等
(Providing general information to members mainly on lectures)

Research group on satellite data analysis(Lecture & Symposium)

シンポジウム(Symposium)（2017.7.1）※山口大学と共催
テーマ：「宇宙・地理空間情報・ビッグデータ・IoT」による
地方創生の新たなモデル(A new model of regional revitalization 

by "space, geospatial information, big data, IoT")

第3回研究会(Lecture)（2017.7.5）
テーマ：衛星データを用いた宇宙ビジネスに向けたアイデ
アソン(Ideathon for space business using satellite data)

講演Ⅰ 内閣府宇宙開発戦略推進事務局 局長 高田修三氏
Takada(National Space Policy Secretariat,Cabinet Office)

講演Ⅱ 山口大学 客員准教授 河村建一氏
Kawamura(Yamaguchi Univ.)

講演Ⅲ 慶應義塾大学 教授 白坂成功氏
Shirasaka(Keio Univ.)

講演Ⅳ 東京大学 教授 中須賀真一氏
Nakasuka(Tokyo Univ.)

講演Ⅴ 東京大学 教授 柴崎亮介氏
Shibasaki(Tokyo Univ.)

ファシリテータ 山口大学 准教授 長井正彦氏
(Facilitator Nagai(Yamaguchi Univ.))

話題提供Ⅰ 山口県農林総合技術センター
(Yamaguchi Prefectural Agriculture & Forestry General Technology 
Center)

話題提供Ⅱ 山口県水産研究センター
(Yamaguchi Prefectural Fisheries Reseach Center)

話題提供Ⅲ 山口県環境保健センター
(Yamaguchi Prefectural Institute of Public Health and Environment)

話題提供Ⅳ 宇宙システム開発利用推進機構
(Japan Space Systems)



11.技術セミナーとワーキング会議

技術セミナー(Technical seminar )

実習を含む技術習得を目的とした研修
(Training for technical acquisition including 
practical training)

Technical seminar & Working Group Conference

ワーキング会議(Working Group Conference)

テーマを選定し、具体的な内容を協議する検討会
(Study group to select theme and discuss concrete contents)

テーマ：衛星リモートセンシングデータ解析
Theme : Satellite remote sensing data analysis

講師：山口大学 長井氏、今岡氏、江口氏
Lecturer : Nagai,Imaoka,Eguti(Yamaguchi Univ.)

・衛星データのダウンロード
・衛星データの表示・画像強調・保存
・データのRGB合成
・データの切り出しと反射率変換
・正規化植生指数の算出、経年変化抽出

・宇宙ビジネス(地球観測利用サービス)とは
・宇宙産業ビジョン2030
・宇宙ビジネスコート
・地球観測データ(ASTER)から見えるもの
・ビジネス事例
・開発テーマ検討

テーマ：衛星データを利用した宇宙ビジネス
Theme : Space business using satellite data

講師：宇宙システム開発利用推進機構 高山氏、広瀬氏、武田氏
Lecturer : Takayama,Hirosei,Takeda(Japan Space Systems)



12.宇宙情報産業進出に必要なこと

ソリューション開発に活用する取組への支援
(Support for efforts to utilize for solution development)

衛星データの解析・加工技術の習得
(Acquisition of satellite data analysis and processing skills)

衛星データの活用に向けたエンドユーザーの認識向上
(Improvement of end-user recognition for utilization of satellite data)

サービス提供者とエンドユーザーのニーズとのマッチング
(Matching service provider and end user's needs)

Things necessary for entering the space information industry

衛星データを活用するための基盤整備
(Foundation for utilizing satellite data)

衛星データの継続的な取組
(Continuous efforts on satellite data)

衛星データ･地上データへのアクセス性の向上
(Improve accessibility to satellite data and ground data)



ご清聴ありがとうございました。

Thank you for your attention.


